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2013.9 今月のつぶやき 焼き芋はやっぱりい～もんだ　PN.栗が甘くてびっ栗！

問　 問い合わせ先　　問・申　 問い合わせ・申込先

  来春、小学校に入学するお子さんの健
  康診断を実施します

　子宮頸がんは、20～30歳代の若年層で急激に増
えています。
　細胞検査による検診は精度が高く、早期に発見
できれば、子宮を温存した治療も可能です。
　２年に一度、子宮頸がん検診を受けましょう。
◆対象　平成26年３月31日時点の年齢が偶数年齢
の成人女性（前年度に子宮がん検診を受けられ
なかった方はご相談ください）

◆検査内容
・子宮頸部細胞診
・子宮超音波検査（卵巣や子宮の状態を超音波で
調べます）

◆自己負担料金
・20歳～69歳以下　1,500円
・70歳以上　　　　  500円
◆検診日程

検診日 会場 受付時間

10
月

７日◯月 幕別

　６、７、８、
　９、10、13、14 時

８日◯火火 札内

９日◯水水 札内

10 日◯木木 札内

11 日◯金金 忠類

☆乳がん検診も同時に実施しています。ただし、日
程によっては定員に達していますので、詳細は
問い合わせください。

☆託児コーナーを設けます。利用希望の方は、予約
時にお申込みください。

問・申
<幕別・札内地区>　保健課健康推進係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）
<忠類地区>　保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】8‐2910）

 10月の集団子宮頸がん検診予約受付中！

◆対象　来春４月に小学校に入学する児童。
　（平成19年４月２日～平成20年４月１日生まれ）
◆健診日程
【幕別地区】
　日　　時　９月27日◯金金
　受付時間　午後１時～１時20分
　会　　場　保健福祉センター
【札内地区】
　日　　時　９月26日◯木木、30日◯月、10月３日◯木木
　受付時間　午後１時～１時20分
　会　　場　札内福祉センター
【忠類地区】
　日　　時　10月８日◯火火
　受付時間　午後２時～２時20分
　会　　場　忠類コミュニティセンター
※日程は、対象の保護者に８月下旬に文書でお知
らせしています。

※札内地区は混雑を避けるため、３日間の日程の
うち、いずれかの日を指定します。指定日に都合
がつかない場合は、都合の良い日に直接会場で
健診を受けてください。

◆健診内容
　身体検査（身長、体重、聴力、視力）、内科検診、歯
科検診

◆持ち物
①就学時健康診断票
②就学時健康診断事前調査票
③母子手帳
問　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

◆日程　９月19日◯木木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆人権擁護委員　佐藤恵子さん、桐山武博さん
問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

９月の人権相談

◆日時　９月12日◯木木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆行政相談委員　松本茂敏さん
　　　　　　　(新町・℡【幕】54‐5267)

９月の行政相談

　町議会定例会の予定は次のとおりです。
◆日程
・本会議　
　８月30日◯金金　 午前10時～　行政報告、議案審議
　９月11日◯水水　午前10時～　一般質問
　９月12日◯木木　午前10時～　一般質問
　９月13日◯金金　午前10時～　一般質問、議案審議
　９月27日◯金金　午後２時～　議案審議
※日程は一般質問の人数によって変わることがあります。
・決算審査特別委員会
　９月18日◯水水　午前10時～
　９月19日◯木木　午前10時～
　９月20日◯金金　午前10時～（予備日）
◆場所　役場５階議場
問　議会事務局（℡【幕】54‐6626）

議会を傍聴しませんか
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図書館司書の募集
応募資格 図書館司書
募集人数 １人

勤務時間

午前９時30分～午後６時15分
(土・日勤務あり)
札内分館は木木曜日の遅番の時は、
午前11時30分～午後８時15分

賃 金金 日額6,690円～ 6,990円
雇用期間 平成25年10月１日～平成26年３月31日

雇用条件
社会保険、雇用保険、労災保険に加入し
ます。
※通勤手当(片道２㎞以上)支給

◆提出書類　臨時職員登録申込書（教育委員会所管）
※申込書は提出先にあります。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。

◆提出期限　９月16日◯月 (必着)
◆提出先　幕別町図書館、札内分館、忠類分館
◆面接日時　９月25日◯水水　※詳細は後日、連絡します。
■問・申　 幕別町図書館(〒089-0611　新町122-7・
℡【幕】54-4488）

　３日前に訪問され、10万円の印鑑を契約
したが、よく考えると高すぎるので解約し
たい。ネットでクーリング・オフができると
知ったが、大丈夫か。また、頭金金として５万
円を払っている。

　　  
質問Ｑuestion

　今回のケースは訪問販売による契約であ
り、８日間のクーリング・オフ期間中のた
め、無条件で契約の解除ができました。ま
た、既に払った５万円も戻りました。
今回はスムーズに解決しましたが、なかに
は、解約に応じてもらえなかったり、次々と
高額な契約をさせられたりというケースも
多くあります。　　　　　
　開運商法といって、家族や健康等の不安
に付け込み、印鑑や水水晶、祈祷サービスなど
を勧められます。効果があったかどうかと
いう判断は難しく、将来の不安を払しょく
するために、次々と高額な契約をしてしま
うことになります。
　断っているのに帰ってくれずに契約して
しまった、クーリング・オフに応じてくれな
い、次々と契約させられたなどがあったら、
泣き寝入りせずに相談しましょう。

     
答えＡnswer

消費生活相談室から<相談事例>

幕別町消費生活相談室
相談時間：午前10時～午後３時

幕別
電　話
相談日
場　所

0155-54-6606
火火・木木曜（毎月第３火火曜除く）
（役場１階商工観光課内）

札内
電　話
相談日
場　所

0155-55-5800
月・水水・金金曜
（札内福祉センター内）

忠類
電　話
相談日
場　所

01558-8-2111
毎月第３火火曜
（忠類コミュニティセンター内）

　平成25年中に新築または増築された家屋につい
て、平成26年からの固定資産税を算出する基礎と
して、家屋の評価調査を実施しています。調査に要
する時間は約30分かかりますが、ご協力をお願い
します。日程等にご希望がありましたら、事前にご
相談ください。
問　税務課資産税係（℡【幕】54-6603・6604）

新築・増築家屋の評価にご協力ください

「ふるさと館まつり」を開催します

　郷土資料館「ふるさと館」は、町の歴史・自然を
知ってもらうための資料と、アイヌに関する資料
を展示公開しています。
　毎年１回の無料開放で、懐かしい体験ができる
コーナーを設けていますので、家族そろってお越
しください。
◆日時　９月８日◯日　 午前10時～午後１時
※雨天の場合、昔の遊びなどの体験コーナーは、館
内で行います。

◆場所　ふるさと館
◆内容　
①体験・試食コーナー
・もちつき、せんべい焼き
・石臼体験、昔の遊びほか
②特別展示コーナー
・町内サークルの絵手紙展示
・特別企画展　宮田捷一写真展「消えた古さとの
学校～山間にたたずむ廃校校舎～」

■問　ふるさと館（℡【幕】56-3117）

成人式実行委員を募集

　成人式の企画・運営をしてみませんか。
◆応募要件　興味・意欲のある18歳以上の方
◆会議　第１回実行委員会を10月上旬に予定して
　います。(３回程度)
※成人式は平成26年１月12日◯日に、町民会館で行
います。
◆申込期限　９月20日◯金金
問・申　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

臨時職員募集

今月のつぶやき 食欲の秋　食べ過ぎるとこうなります。　PN.はらいた
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　平成26年度職員採用資格試験を次のとおり実施します。

職種 保　育　士　職

人員 　若干名

受験資格

　①昭和58年４月２日以降に生まれた方

　②保育士および幼稚園教諭の両方の有資格者、または平成26年３月末日までに保育士お
   よび幼稚園教諭の両方の資格取得見込みの方

　③普通自動車運転免許を取得、または平成26年３月末日までに取得見込みの方

　④日本国籍を有し、地方公務員法第16条の各号に該当しない方

試験方法 一次試験 　一般教養・専門試験、論文試験、面接試験 二次試験 　面接試験

試験日 一次試験 　10月10日◯木木 二次試験 　10月11日◯金金
試験場所 　幕別町役場

合格から採用まで 　二次試験は、一次試験合格者のみ実施します。
　二次試験合格者については、後日行う健康診断などにより採否を決定します。　

採用予定日 　平成26年４月１日◯火火

受験手続き
(申込書の請求）

　①直接、請求する場合は、問い合わせ先に請求してください。
　②郵送により請求する場合は、あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（折らず
　にＡ４版が入る大きさ）を必ず同封してください。封筒の表に朱書きで下記の職種を必
　ず明記してください。　
　「職員採用試験申込書請求〔保育士職〕」

申込書の受付期間 　９月２日◯月～９月17日◯火火まで。　※郵送の場合は、９月17日◯火火の消印まで有効。

問い合わせ
申込先

　幕別町役場総務課総務係（℡【幕】54-6608）
　〒089-0692　幕別町本町130番地

　平成26年度幕別町保育士職員採用資格試験の実施について
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問　 問い合わせ先　　問・申　 問い合わせ・申込先

◆定期募集する住宅
・優先公募の住宅
　①～②の公営住宅は、バリアフリーの住宅となっており、60歳以上の高齢者のみの世帯または歩行困難
な障がいのある方が同居する世帯を優先的に受け付けます。詳細は問い合わせください。
　なお、応募がない場合は、一般公募の住宅として取り扱います。

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
①町営旭町西 １－105 １ ２LDK H13 有 リース 20,500円～40,200円
②町営旭町東 １－105 １ ２LDK H17 有 リース 19,500円～38,300円

・一般公募の住宅（③～④の住宅は、今回の募集で申し込みがなかった場合、随時、募集を受け付けます。）

随時募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
③町営新緑町南 １－５ ２ ３LDK S59

入居者負担
15,000円～29,600円

④町営桂町２ ４－２ １ ３LDK S58 17,300円～34,000円
⑤町営桂町２ ３－６ ２ ３LDK S58 17,300円～34,000円
⑥町営旭町東 ３－ 201 ２ ３LDK H19 有 リース 24,700円～48,400円

◆定期募集期間　優先公募の住宅（①～②）　９月９日◯月～９月13日◯金金
　　　　　　　　一般公募の住宅（③～⑥）　９月17日◯火火～９月24日◯火火（土日祝日は除く）
◆定期募集住宅の抽選会　10月７日◯月　 午後２時（午後１時30分より受付）　幕別町役場４階　会議室
※当日欠席の場合は、住宅係職員が代理で抽選を行い、後日、文書で結果をお知らせします。
◆入居説明会　10月17日◯木木　午後２時～　幕別町役場４階　会議室
※10月18日◯金金から10月24日◯木木までに入居願います。
◆入居資格等　入居資格、申し込み方法などの詳細は問い合わせください。
※平成25年５月以降の公募に申し込まれた方は、添付書類を省略できる場合があります。
◆申込先　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所
◆問　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

　公営住宅の入居者を募集します

今月のつぶやき カボチャにクリにサツマイモ。秋限定は美味しいな。　PN.カボチャ餡は最強
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今月のつぶやき サンマが今非常に高い！！　PN.家計大直撃　　　　　

十勝川右岸圏域河川整備計画の変更
に向けた原案説明会を開催します　

◆日時　９月 11 日◯水水　午後７時
◆場所　幕別パークプラザ多目的ホール
◆原案閲覧場所
・幕別町役場１階ロビー　　　
・十勝総合振興局(帯広市東３条南３丁目）
※十勝総合振興局のホームページでも公開して
います。
問 帯広建設管理部治水水課（℡0155-27-8724）

　消防団による演習を行います。ぜひ見学ください。
◆日時　９月１日◯日　 午前９時
◆場所　幕別運動公園多目的広場
※連合演習に伴いサイレンを吹鳴します。
・午前６時50分（第２分団途別部、第３分団駒畠部）
・午前７時10分（第２分団札内部）
・午前７時30分（第３分団糠内部、忠類分団）
・午前８時10分（第１分団）
問　幕別消防署消防課消防係(℡【幕】54-2434)

幕別消防団連合演習を開催します

体育館の団体使用を受け付けます

　農業者トレーニングセンター、札内スポーツセ
ンター、忠類体育館・学校体育館の団体使用を受け
付けます。
◆使用期間　平成25年11月１日◯金金～平成26年４月30日◯水水
◆申込方法　※使用申込書は各受付窓口にあります。
【農業者トレセン、札内スポセン】
　各施設の受付窓口に使用申込書を提出してください。
【忠類体育館・学校体育館】
　教育委員会社会体育係、忠類総合支所生涯学習係・
札内支所・糠内出張所に使用申込書を提出してくださ
い。継続利用団体も必ず提出してください。
※使用希望日時が重複した場合は調整させていただきます。
◆申込期限　９月20日◯金金
問　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

　移動献血車「ひまわり号」が来町します。献血に
ご協力ください。
◆日時・場所　

９月４日◯水水
午前９時～
午前10時30分 札内支所

正午～
午後１時 道東ライス㈱

午後１時30分～
午後３時 幕別町農業協同組合

午後３時40分～
午後４時30分 十勝の杜病院

９月９日◯月月
午前９時30分～
午前11時30分 幕別町役場

午後１時～
午後２時 特別養護老人ホーム札内寮

午後２時30分～
午後３時30分 札内農業協同組合資材店舗前

午後４時～
午後４時30分

帯広開発建設部帯広道路事
務所・帯広河川事務所

問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

  献血のお願い

普通救命講習会を開催します

◆日時　９月７日◯土　 午前９時～12時30分
◆場所　幕別消防署札内支署
　　　　（幕別町札内中央町319-9）　
◆定員　20名（先着順）
◆講習内容　
・心肺蘇生法
・ＡＥＤの取り扱い
・その他応急手当
◆受講料　無料
◆申込期限　９月６日◯金金
問・申 
・幕別消防署警防課救急係（℡【幕】54-2434）
・幕別消防署札内支署救急係（℡【幕】56-2419）
・幕別消防署忠類支署救急係（℡【幕】８-2250）

つつじコースの閉鎖日のプレーについて（試行）

　パークゴルフ発祥の地、つつじコースの閉鎖日
（木木曜日）を９月・10月に限り試験的に14時までプ
レーを可能とします。
　なお、芝の状況により試行を中止する場合もあ
ります。
問　土木木課公園維持係（℡【幕】54-6622）

農業者トレーニングセンターを一部閉鎖します

　農業者トレーニングセンターの床面塗装工事の
ためアリーナと武道場を下記の期間、閉鎖します。
※トレーニング室と会議室は使用できます。
◆閉鎖期間　９月13日◯金金～９月28日◯土
問　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

スクールバスの住民利用を拡充しています

　本年４月から、住民の交通の確保と利便性の向
上を図るため、スクールバスの住民利用を拡充し
ました。幕別・札内駅または忠類バス待合所から
も乗り降りできます。
　利用にはあらかじめ登録が必要ですので、詳細
はお問い合わせください。
問　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）
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問　 問い合わせ先　　問・申　 問い合わせ・申込先

　　

　幕別町に思いを寄せる人々の気持ちをまちづくりに反映し、個性豊かで魅力あるふるさとづくりを
進めるため、「幕別町ふるさと寄付」を募集しています。
　平成24年度も多くの皆様から寄付をいただきました。ありがとうございました。

ふるさと寄付の運用状況等をお知らせします
（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

パークゴルフの振興に関する事業　　　　 270,000円

ナウマン象記念館の整備に関する事業　　100,000円

頑張る農業を応援する事業               50,000円

未来を担う子どもたちを守り育てる事業 3,660,000円

地域で支え合う健康・福祉に関する事業　1,015,350円

地球にやさしい行動を推進する事業            －円

定住・移住を促進する事業                  －円

指定された事業と寄付金額

お名前 寄付金額

舞と歌とチャリティの会 様 220,000円

野坂幸市 様 100,000円

故　長谷川勉 様 ***円
ケントクラブ闘友会
 会長 中橋進一 様 15,350円

篠田陽一 様 30,000円

橋本光夫 様 ***円

古住きみ江 様 1,000,000円

※名前、寄付金金額は、公表について同意を
いただいた方のみ公表しています。名前
の公表についてのみ同意をいただいた
場合は、金金額を***で表示しています。

寄付をいただいた方の名前と寄付金額

　　
　寄付件数と寄付金額

寄付件数 38 件 寄付金金額 5,095,350 円

　　

　寄付の運用状況
まちづくり基金金へ積立 5,095,350 円

　幕別町まちづくり基金金へ平成25年３月31日に積み立て、指定された事業ごとに管理しています。
　今後、寄付をいただいた方の意向に沿った事業を実施する際に活用させていただきます。
問　総務課総務係（℡【幕】54-6608）

　　

　介護マークを交付します

　障がい者や高齢者の介護は、周りから介護中であることが分かりにくく、スーパーのトイレで付き添
うときなどに誤解を受けることがあります。
　町では、介護中であることを周囲に理解してもらうため、10月１日から介護マークを交付します。
◆交付対象
　①町内に住所がある方で、障がい者や高齢者を介護する方
　②町内にある障がい者事業所や介護事業所の職員
　③町内に居住し介護ボランティアをしている方
◆申請場所
　役場町民課住民年金金係、保健福祉センター
　忠類ふれあいセンター福寿、札内支所
◆申請時に必要なもの
　本人が確認できるもの（運転免許証など）
問・申　保健課介護保険係（℡【幕】54-3811）　　　　 　　　 幕　別　町　　
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 パークゴルフが誕生して今年で30年目を迎え
ます。発祥30年のパークゴルフの発展の歴史を
まとめた記念誌を作成します。
　皆様よりパークゴルフの思い出の原稿と
パークゴルフに関する写真を募集します。
◆募集内容
　パークゴルフの思い出の原稿・パークゴル
フに関する写真
※掲載された方には記念品を贈呈します。
問 企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

幕別農業者トレーニングセンター、札内スポーツセ
ンター、忠類体育館で健康講座を開催しています。10 月の健康講座

講座名 時間 トレセン スポセン
転倒しない体づくり 13:30～ 7、21、28日◯月 1、8、15、22、29日◯火火 

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 8、22、29日◯火火 ３、17、24、31日◯木木 ７、21日◯月 11、25日◯金金 

はじめてエアロビクス
14:00～ 11日◯金金 23日◯水水 

19:30～ １、15日◯火火 28日◯月 

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 25日◯金金 ９日◯水水 

19:30～ 10日◯木木 ４、18日◯金金 

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ４、18日◯金金 ２、16、30日◯水水 

講座名 時間 忠類体育館
ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ ３、10、17、24、31日◯木木 

■問・教育委員会社会体育係 （℡【幕】54-2006）・札内スポセントレーニング室（℡【幕】56-1044）
　・幕別トレセン（℡【幕】54-2106）・忠類体育館 （℡【忠】８-2201/コミセン内・生涯学習係）

　

平成25年８月30日から『特別警報』の発表が開始されました

　これまでの大雨などの「警報」に加え、警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な
災害の起こるおそれが大きい場合、特別な警戒を呼びかける「特別警報」が、気象庁から新たに発表されま
す。対象となる現象は、今までに経験が無いような非常に激しい豪雨、豪雪、暴風などが予想された場合が
該当になります。特別警報が発表された場合は、テレビやラジオなどのメディアから伝達されるほか、防
災行政無線、広報車による巡回、および公区長への連絡をします。屋外の状況や避難指示・勧告に留意し、
直ちに命を守るために最善の行動をとってください。
※特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。
　http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html
問 町民課交通防災係（℡【幕】54‐6601）　　
　　釧路地方気象台防災業務課・℡ 0154-31-5146　　帯広測候所・℡ 0155-25-2334

　出発式に先立ち、12 時 30 分から幕別駅前と
札内支所前でコミバスの見学会を行います。多
くの皆様のご参加をお待ちしております。
問 企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

　運行開始日の 10 月１日◯火火は、幕別線が 13 時
50 分に幕別駅前を、札内線が 13 時 30 分に札
内支所前を出発します。（10 月１日◯火火は、４便
と５便のみの運行となります。）
　詳しくは、折込みの時刻表・路線図をご覧く
ださい。
　その他、コミバスでは、車内広告を募集しま
すので、お問い合わせください。　
◆コミバスの出発式・見学会
　10 月１日◯火火 13 時 20 分から札内支所前にお
いて、コミバスの出発式を行います。

　町営バス駒畠線の廃止に伴い、運行区域と幕
別駅を結ぶ予約型乗合タクシーの試験運行を行
います。
◆運行期間　
平成 25 年 10 月１日◯火火～平成 26 年３月 31 日◯月
◆運行区域（公区）　猿別、西猿別、大豊、明
野南、明野北、新川、軍岡、南勢、新和、糠内
市街、五位、糠内第一、西糠内、中糠内、明倫、
美川、中里、駒畠
※運行区域により 200 円から 1,000 円の運賃が
　が必要となります。高齢者などは、運賃半額
　制度がありますので、お問い合わせください。
◆運休日　土日、祝日と 12 月 31 日から１月３日
◆利用方法　朝便（８時 20 分幕別駅到着）は
前日の 19 時 30 分までに、夕方便（16 時 45 分
幕別駅出発）は当日の 15 時 30 分までに電話で
予約してください。
申 エイシンタクシー（℡【幕】54-3870）
問 企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

10 月１日からコミバス運行開始

予約型乗合タクシーの試験運行

ＰＧ発祥30周年記念誌掲載の
写真と原稿の募集について

問　 問い合わせ先　　問・申　 問い合わせ・申込先



第 36 回 まくべつ産業まつり
10月６日◯日  午前10時～ 幕別町百年記念ホール前広場特設会場

主催/ 第36回まくべつ産業まつり実行委員会
主管/ 幕別町観光物産協会
問い合わせ先/ 観光物産協会事務局
（商工観光課内℡【幕】54-6606）
※土日・祝日は幕別町役場（℡【幕】54-2111）

「忠類～産業まつり会場」　連絡バスを運行します「忠類～産業まつり会場」　連絡バスを運行します

【行き】　８：50 　忠類発　　９：45 　会場着
【帰り】　14：30 　会場発　　15：25 　忠類着
※忠類の停留所は、ふれあいセンター福寿前です。
※乗車される方は、事前に申し込みしてください。
◆申込期限　10月３日◯◯木◯　午後５時30分
◆申込先　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】８-2111）

地場野菜即売会、幕別産和牛試食販売、観光物
産協会個店、商工会青年部ご当地グルメ試食販
売、子ども縁日広場、牛乳消費拡大キャンペー
ン、フリーマーケットなどを開催します。

※小雨決行ですが、荒天の場合は一部変更して百年記念ホール内で行います。（先着800人）
※来場者の安全確保と衛生管理のためペットの入場をお断りしますのでご協力をお願いします。

翔子 冠　二郎

ステージ
10：00～ 開会セレモニー
　　　  豊穣太鼓（幕別文化倶楽部）
10：30～ 江陵高等学校吹奏楽演奏
11:05～ ライブステージ(サギサカセッションズ)
12：30～ ものまねステージ（翔子）
13：20～ 歌謡ステージ（冠　二郎）

各種ゲーム
10：20～ プレート落とし（小中学生対象）※先着15人
10：20～ パークゴルフお楽しみ会 ※先着100人
11：00～ 女子かぼちゃ投げ大会 ※先着100人
11：10～ お菓子キャッチャー（小学生以下対象）
11：30～ 現ナマキャッチャー（中学生以上対象）有料
※各ゲームの受付は当日会場で。

15 Makubetsu
2013.9
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◆日時　10月６日◯日　 午前９時～
　　　　　　　　　　※一般は午後から
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆種目　
　○個人戦シングルス（小中学生は男女別）
　・小学生低学年（４年生以下）
　・小学生高学年（５・６年生）
　・中学生・一般（クラス分けします）
　○ダブルス（クラス分けします）
◆申込受付
　・小中学生　当日午前９時～９時15分
　・一　　般　当日午後０時30分～０時45分
問　町卓球協会事務局　山田(℡【幕】54-5254)※夜間のみ

第49回全町卓球大会

◆日時　10月12日◯土　 受付　午前９時～
　　　　　　　　　　開会　午前９時30分～
※小雨決行、雨天の場合は現地で判断します。
◆場所　幕別運動公園陸上競技場
◆参加料　300円（申込時にお支払いください。）
◆種目　
　・小１・２男女　　　　１㎞
　・小３・４男女　　　　２㎞
　・小５・６男女　　　　３㎞
　・中学・高校生男女　　５㎞
　・一般男女(年齢制限なし)　１㎞
　・一般男女(年齢別60歳未満・60歳以上)　３㎞・５㎞
◆申込方法　町内の各学校に配布する申込書で手
続きしてください。個人で申し込まれる方は、
教育委員会社会体育係まで、ご連絡ください。 

◆申込期限　９月27日◯金金
　※当日参加の受付はしませんのでご注意ください。
◆主催　まくべつマラソン大会実行委員会
問・申 教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

第３回まくべつマラソン大会

秋季町民登山『樽前山』

　巨大ドームを持つ世界的に有名な活火火山です。
◆日時　10月６日◯日　 
　午前５時15分　町民会館発
　午前５時30分　札内福祉センター発
　※雨天決行（現地で判断します）
◆場所　樽前山（標高差363ｍ）
◆対象　町内在住で小学３年生以上（小学生は保護者同伴）
◆参加料　2,500円（子供1,200円）
　　　　　（バス代・保険料・記念写真代）
◆定員　25人（定員になり次第締め切ります）
◆申込期限　10月３日◯木木　午後５時まで
◆問・申　幕別ハイマート山遊会事務局鈴木木勝利
（℡・Fax【幕】56-6756）

　ウォーキング＆ストレッチは、体力に自信のな
い方や高齢者の方でも自分にあったペースで無理
なくはじめることができる全身運動です。
◆対象　20歳以上の町民の方
◆参加費用　無料
◆申込期限　９月５日◯木木
◆日程

日　　　程

１回目 ９月６日◯金金

午前10時～午前11時30分２回目 ９月13日◯金金

３回目 ９月20日◯金金

◆集合場所　札内スポーツセンター武道場
　　　　　　(雨天時室内)
◆内容
〈１回目〉
　ウォーキング・ストレッチについての学習と実践
〈２・３回目〉
　自分のペースで遊歩道をウォーキング
◆服装・持ち物　運動しやすい服装、ひものついた運動

靴（室内用と屋外用）、タオル、水水(あれば万歩計）など
◆講師　トータルケア代表　吉田景子さん(日本
ウォーキング協会指導員)

問・申　保健課健康推進係（保健福祉センター内・
℡【幕】54-3811）

健康づくり秋講座
ウォーキング＆ストレッチ教室

　農業により親しんでいただくため、町民を対象
に、じゃがいも等の収穫体験会を開催します。
◆日時　９月21日◯土　 午前10時～正午
※雨天の場合は、翌日に順延。
◆場所　農業試験ほ場（新和・案内図参照）
◆定員　50家族（先着順）
※申し込みは家族単位とし、定員になり次第締め切ります。
◆受付期間　９月９日◯月から
◆参加料　500円
◆持ち物　軍手、長靴、スコップ
◆■問・申　農林課農政係（℡【幕】54-6605）

農作物収穫体験会
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■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）
■問い合わせ・申込先

百年記念ホール講座

◆ 日 時　10月10日、17日、11月7日、21日、12月5日、
12日　木木曜日　午後７時～８時30分　全６回

◆場所　百年記念ホール　学習室
◆講師　鈴木木 譲二さん（江陵高校校長）
◆対象　一般 12名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　3,000円
◆持ち物　鉛筆、ボールペン、筆ペン など
◆申込締切　10月3日◯木木 

意外と知らなかった町内の名所再発見！ !
大人の社会見学(忠類へ行こう！ )

◆日時　10月２日◯水水　
◆行先　忠類地区方面
◆対象　一般 30名（応募者多数の場合抽選)
◆参加料　一般 500円（保険代含む）
◆持ち物　弁当（道の駅で食事可能）、雨具等
◆申込締切　９月25日◯水水 

日 　　　程
 ９:30 百年記念ホール前 出発
 ９:55 町民会館前 出発
 10:00 猿別川サケ捕獲場見学
 11:50 ナウマン象記念館見学

道の駅忠類見学、昼食、自由時間
 13:20 ナウマン象の化石発掘現場 見学
 13:50 丸山展望台 見学
 15:25 ふるさと館 見学
 16:10 百年記念ホール前 着
 16:30 町民会館前 着
※都合により内容、時間等が変更になる場合がございます。

◆日時　９月14日◯土と15日◯日　 午前10時～午後３時 
◆場所　百年記念ホール　絵画室
◆講師　山口 和子さん（帯広市在住）
◆対象　各日小学生10名 低学年は保護者同伴、一般

も可（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　各日　小学生200円、一般500円
◆持ち物　Ｔシャツ（できれば長袖）2～3枚分を
5cm幅にヒモ上に切ってお持ち下さい。（詳細は
後日連絡します）裁縫道具など

◆申込締切　９月７日◯土 

おじいちゃんおばあちゃんに布ぞうりをプレゼントしよう！
「敬老の日企画」布ぞうりを作ろう！

◆日時　10月6日、20日、11月17日、24日、12月8日、
15日、1月12日、26日、2月9日、16日 日曜日

　Ａコース 午後６時30分～７時30分
　Ｂコース 午後７時30分～８時30分　  

　 各コース各全10回 

◆場所　百年記念ホール 音楽実習室
◆講師　村木木 稔さん（帯広在住、パーカッショニスト）
◆対象　一般各コース５名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　5,000円（10回分）
◆材料費　200円（テキスト代他）
◆持ち物　カホン（持ってない方は貸出用も若干有）
◆申込期限　９月29日◯日 

目指せ、パーカッショニスト！ カホンに初挑戦！

あこがれの美文字を書こう!
美文字習得講座

　ウォーキングや、２本のポールを持って地面を突き
ながら歩く、ノルディックウォーキングを行います。
◆日時　９月28日◯土　 受付　午前８時～
　　　　　　　　　　開会　午前８時30分
※小雨決行、雨天の場合はコースを歩かないで、エ
クササイズを行います。

◆集合場所　札内スポーツセンター玄関前駐車場
◆コース　札内北堤防コース（7.6㎞）　
◆参加対象　町民　※小学生以下は保護者同伴
◆参加料　200円（当日受付）
◆持ち物　汗拭き用タオル・飲み物など
◆申込方法　電話でお申し込みください。
◆申込期限　９月17日◯火火
◆主催　町スポーツ推進委員会
※当日、レクリエーションとして完走した方の運動不足

チェックやお楽しみ抽選会と、健康相談を行います。
※ノルディックウォーキングのポールをお持ちの
方は持参してください。

◆■問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

第３回ウォークラリーまくべつ!
～ウォーキング＆ノルディックウォーキング～

硬式テニス大会

◆日時　９月15日◯日　 午前９時～午後６時
◆場所　札内スポーツセンター屋外テニスコート
◆種目　
　○男子ダブルス
　・初心者、初級者、シニア　４～８チーム
　・中級者　４～８チーム
　○女子ダブルス
　・初心者、初級者、シニア　４～８チーム
　・中級者　４～８チーム
　※大会終了後、豪華景品の当たる抽選会を行います。
◆競技方法
　予選＝リーグ戦　　決勝＝トーナメント戦　
◆参加対象　幕別町民、協会会員、テニス愛好者
◆参加費　一人1,500円（当日）
◆申込期日　９月８日◯日
問・申　町テニス協会事務局　池上（℡【幕】090-
8900-1225）


